2018年7月25日
J R 西 日本 S C 開発 株 式 会 社

に新たに３３店舗がNew Open!!

と

JR西日本SC開発株式会社が運営するファッションビル“LUCUA osaka”は、2018年8月29日(水)をかわきりに、合計33
店舗が新しくオープンいたします。フォトジェニックなタルト専門店や、業界初の珍味・おつまみ専門店、日本唯一のプラリネ専門
店など手土産にぴったりなお店が登場のほか、人気ファッションブランドやコスメ、ハーブ専門店など、外からも内からも女性のキ
レイを応援するショップが続々オープンいたします。

≪ New Open 店舗一覧 ≫
館／フロア

オープン日

店名

“フォトジェニック”とオシャレ女子に話題のタルト専門店

梅田初

2F

ホタルノヒカリ

珍味・おつまみ

東京・虎ノ門発！業界初の珍味・おつまみギフト専門店

西日本初

2F

コノミ

ナッツ菓子

創業60年の豆菓子店がプロデュースする日本唯一のプラリネ専門店

西日本初

ｱｸｾｻﾘｰ・ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨

「パルコ」プロデュースショップと、ギャラリーショップによる新業態

全国初

カレイドエビーチェ

コスメ

人気ファッションブランドを展開する「アダストリア」初のコスメブランド

全国初

2F

クゥオティ ユース フィス

キッズ＆ベビー

日本の子供服ブランド「FITH」 （フィス）が提案するブランド

全国初

2F

にゃーショップ

レディス・ファッション雑貨

くろいねこのキャラクター“にゃー”のオンリーショップ

3F

エトヴォス

コスメ

国産ミネラルコスメの人気ブランド

3F

カネマツ

レディスシューズ

「銀座かねまつ」の新コンセプトショップ

5F

キャス キッドソン

ファッション雑貨

世界中の女性に愛され続けるイギリスを代表するライフスタイルブランド

5F

スローブイエナ

レディス・ファッション雑貨

人気レディスファッションブランド「IENA」（イエナ）のセカンドライン

7F

ﾄﾞｯﾄｱﾝﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾟｽ ﾁｬｲﾙﾄﾞ ｳｰﾏﾝ

レディス・ファッション雑貨

「チャイルド ウーマン」の3つのオリジナルブランドが揃うセレクトショップ

7F

ﾁｬｵﾊﾟﾆｯｸｶﾝﾄﾘｰﾓｰﾙ

レディス＆メンズ・生活雑貨 インポート・VINTAGE・クラフトアイテムから雑貨までを幅広く展開

3F

ヴィンテージ・ホリック

レディス

“ヴィンテージ”をキーワードにしたセレクトショップ

全国初

4F

アンシェヌマン

レディス・ファッション雑貨

時を越え長く愛されるアイテムを展開するショップ

梅田初

6F

エチュードハウス

コスメ

あなただけの特別な“かわいい”を叶えてくれるコスメブランド

8F

メルヴィータ

コスメ

1983年フランス発のオーガニックコスメブランド

8F

エンハーブ

ハーブ専門店

自分だけのハーブティーをオーダーメイドで調合してくれるハーブ専門店

5F

ルーミィーズ

レディス

旬のトレンドファッションが気軽に楽しめるセレクトショップ！

8F

サンワコーヒーワークス

珈琲豆・カフェ

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟ日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝと国内入賞焙煎士によるｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ

梅田初

8F

フリースピリッツ

バッグ・財布・メンズ雑貨

男性へのプレゼントにぴったりな、こだわりのレザーアイテムの販売店

大阪初

B1F

メーカーズシャツ鎌倉

ﾒﾝｽﾞ&ﾚﾃﾞｨｽｼｬﾂ･ﾈｸﾀｲ

1993年創業“鎌倉”生まれのシャツ専門店

B1F

アルビオン ドレッサー

コスメ

「アルビオン」が提案するセレクトコスメショップ

5F

エムピー ストア

レディス＆メンズ

「マッキントッシュ フィロソフィー」が新たに提案するライフスタイルストア

5F

ジュエッテ

アクセサリー

それぞれの個性をより輝かせてくれるアクセサリーを展開

5F

ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ ｳｪｻﾞｰｳｪｱ

レディス＆メンズ

英国マッキントッシュ社のデイリーウェアブランド

5F

パブリック トウキョウ

レディス＆メンズ

「TOKYO BASE」から今秋デビューの新ブランドが登場

西日本初

2F

ロク

レディス・ファッション雑貨

上品な大人の女性のカジュアルスタイルを提案する人気ブランド

西日本初

8/29（水）
一挙に18
店舗が
OPEN!!

LUCUA
（ﾙｸｱ）

LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）
LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）

LUCUA
（ﾙｸｱ）

LUCUA
（ﾙｸｱ）

10月予定

LUCUA DINING
（ﾙｸｱﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ）

11月予定
11月～12月予定

LUCUA
（ﾙｸｱ）

出店状況

洋菓子・タルト

2F

LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）

9月～10月予定

特徴

マル サンカク シカク

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾄﾞﾚｰ ﾊﾞｲ ﾐﾂｶﾙｽﾄｱ,
2F
ｱｼｯﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

8/31（金）

業種

2F

大阪初
西日本初

西日本初

梅田初

2F

ルルレモン

スポーツライフスタイル

ｶﾅﾀﾞ発の人気ｱｽﾚﾃｨｯｸｳｪｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞの“ｽﾄｱ”業態が関西初出店

10F

極楽うどんTKU

うどん

国産小麦100％・極太剛麺の“大阪讃岐うどん”のお店

B1F

ﾆｯｸｽ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

コスメ

世界80ヶ国以上で展開する人気コスメブランド

B1F

メゾンカイザー

ベーカリー・カフェ

フランスの伝統的な製法で作る人気ベーカリー

ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾗﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

カフェ

アフタヌーンティーの新業態カフェ

5F

梅田初

西日本初

関西初
梅田初
西日本初
梅田初
西日本初

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。
≪施設情報≫

・名称

「LUCUA osaka」（ルクア大阪） [ 東館「LUCUA」（ルクア） ／

・所在地

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ℡：06-6151-1111（大代表）

・店舗数

西館「LUCUA 1100」（ルクア イーレ）]

402店舗 （LUCUA：206店舗／LUCUA 1100：196店舗）※表に記載の全店舗がオープンした時点での店舗数
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8/29（水）にオープンする１８店舗はこちら↓

マル サンカク シカク
【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 洋菓子・タルト

ホタルノヒカリ
梅田初

■“フォトジェニック”とオシャレ女子に話題のタルト
専門店！

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 珍味・おつまみ

西日本初

■東京・虎ノ門発！業界初の珍味・おつまみギフト
専門店が西日本初出店！

大阪・北堀江にあるタルト専門店。見た
目の可愛いさはもちろん、思わず笑顔に
なるような美味しさで、手土産や、1ピース
用の小箱もあるので、ちょっとした差し入
れにもぴったりなショップです。

製法にこだわり、厳選した素材の味を究
極に引き出した、魚介類・肉・ナッツなど
約50種類の品揃え。ホタルイカを丸ごと
干した商品や、揚げ銀杏などを揃える
POPでキュートなショップです。

コノミ

ｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾄﾞﾚｰ ﾊﾞｲ ﾐﾂｶﾙｽﾄｱ,ｱｼｯﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 ナッツ菓子

西日本初

■創業60年の豆菓子店がプロデュースする日本唯
一のプラリネ専門店が西日本初出店！
ナッツを丁寧にローストし、徳之島産の黒糖と
国産カソナード（ブラウンシュガー）の2種類でキャラメリ
ゼ。ドライフルーツやスパイスを加え、ヨーロッパ
のプラリネとはひと味違う味わい。プチギフトや手
土産にもぴったりなお菓子です。

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨

全国初

■「パルコ」がプロデュースする人気ショップと、ギャラ
リーショップによる新業態が全国初出店！
パルコがプロデュースする「ミツカルスト
ア」と、アートを切り口にしたアイテムを発
信する「アシッドギャラリー」による、“今”
面白いものを期間限定で展開し、新しい
商品が発信され続けるショップです。

※「プラリネ」…焙煎したナッツ類に加熱した砂糖を和えてカラメル化したもの。

カレイドエビーチェ
【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

クゥオティ ユース フィス
全国初

■人気ファッションブランドを展開する「アダストリア」
初のコスメブランドが全国初出店！

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 キッズ＆ベビー

全国初

■日本の子供服ブランド「FITH」 （フィス）が提案する
ブランドが全国初出店！

現代女性のストレスから肌を守る植物の力に着目
し、限りなくナチュラルで肌や体にやさしく、気持ち
良い使い心地のアイテムを展開。スキンケア、メイク
アップ、ヘアケアアイテムはもちろん、フレグランス
やボディケアなどを揃えるショップです。

クオリティの高さが人気の子供服ブランド
「FITH」が提案。シンプル、スタンダード、ベー
シックをテーマに、少し時代のエッセンスを効
かせたリラックスでデイリーなキッズ＆ベビーウ
エアを展開するショップです。

にゃーショップ

エトヴォス

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

【フロア】 ルクア イーレ
【カテゴリ】 コスメ

■くろいねこのキャラクター“にゃー”のオンリー
ショップ！

■国産ミネラルコスメの人気ブランド「エトヴォス」が大
阪初出店！

3F

ウェアではメンズ・レディス、キッズ・ベビー
を展開。ベーシックなウェアや、小物雑貨を
はじめ、様々なコラボレーションアイテムも展
開。毎日新しい何かを発見できる関西唯一の
“にゃー”オンリーショップです。

ナチュラルサイエンスなスキンケアと、クレ
ンジング要らずのミネラルメイクの相乗効果
で肌機能が高まると注目のコスメブランド。
メイクアドバイスや、肌のお悩みに合わせた
スキンケアも提案するショップです。

カネマツ

キャス キッドソン

【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 レディスシューズ

■「銀座かねまつ」の新コンセプトショップ
「KANEMATSU」が西日本初出店！
オリジナルシューズ＆バッグを展開する
「銀座かねまつ」の新コンセプトショップ。最
上の履き心地と使い心地を実現した物作り
に、独自性・時代性をプラス。カジュアルイ
ンポートブランドも取り揃えるショップです。

西日本初

大阪初

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 ファッション雑貨

■世界中の女性に愛され続けるイギリスを代表す
るライフスタイルブランド！
「モダンヴィンテージ」をテーマに、伝統的
なブリティッシュスタイルにアレンジを加えた、
遊び心あふれるデザイン。バッグやアクセ
サリーはもちろん、家族みんなで楽しめるア
イテムを幅広くラインナップするショップです。
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8/29（水）にオープンする１８店舗はこちら↓

スローブイエナ

ﾄﾞｯﾄｱﾝﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾟｽ ﾁｬｲﾙﾄﾞ ｳｰﾏﾝ

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

梅田初

■人気レディスファッションブランド「IENA」（イエナ）の
セカンドラインが登場！

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

■「チャイルド ウーマン」の3つのオリジナルブランドが
揃うセレクトショップ！

「今」を自由に生きる女性のためのリアル
クローズ。自分らしく活動的に生きる女性
のための洋服。形にとらわれない遊び心
溢れるわくわく・ドキドキを、大人のスタイリ
ングで提案するショップです。

クラシカルでPOPな「ドットアンドストライプス」、
カジュアルでトラディショナルな「チャイルド
ウーマン」、ベーシックラインの「マイフェブ」の
3つのオリジナルブランドが揃うショップです。

チャオパニックカントリーモール

ヴィンテージ・ホリック

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ・生活雑貨

西日本初

【フロア】 ルクア 3F
【カテゴリ】 レディス

全国初

■インポート・VINTAGE・クラフトアイテムから雑貨まで
を幅広く展開するショップが西日本初出店！

■“ヴィンテージ”をキーワードにしたセレクトショップ
が全国初出店！

作り手の温もりが感じられる商品を取り揃え、“価
格以上の価値”を提案するショップ。時流に乗った
ラインナップで“今”を感じる新しいライフスタイルス
タンダードを提案するショップです。

時代が経過しても色褪せることない
ヴィンテージ・アンティーク アイテムを展
開。「ACCIDENT」がプロデュースする時
代や場所を超えた運命のような出会いを
提案するショップです。

アンシェヌマン

エチュードハウス

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

梅田初

■自立した女性へ向けて、時を越え長く愛される
アイテムを展開するショップ！

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 コスメ

■あなただけの特別な“かわいい”を叶えてくれる
人気コスメブランド！

国内外からセレクトされたアイテムを中心に、
フェミニン要素をプラスしたシャープでモードなア
イテムを展開するショップです。

“Make up Play”をコンセプトに、スキンケア
からメイクアップアイテムまで、豊富なカラー、
納得のクオリティはもちろん、ユニークでスイー
トな商品ラインナップを展開。ワクワクするよう
なメイクアップを提案するショップです。

メルヴィータ

エンハーブ

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ

【フロア】
ルクア 8F
【カテゴリ】 ハーブ専門店

■1983年フランス発のオーガニックコスメブランド
が登場！

■自分だけのハーブティーをオーダーメイドで調
合してくれるハーブ専門店が登場！

1,000種類にのぼる天然素材から厳選
した原材料を使い、生物学の知識と研
究に基づき、自然のピュアな力を活かし
たスキンケアやボディケア製品を展開す
るショップです。

お一人おひとりのココロとカラダの状態
をお伺いし、メンテナンスに必要なハー
ブをご提案。店内にはハーブティーの飲
み比べができる試飲コーナーやストレス
測定器などもご用意するショップです。

以上、合計18店舗が8/29（水）に“ルクア大阪”にオープン!!
ルーミィーズ

※こちらの店舗は8/31（金）にオープンいたします。

【フロア】 ルクア イーレ 5F

【カテゴリ】 レディス

■旬のトレンドファッションが気軽に楽しめる人セレクトショップ！
“Affordable Luxury”(手の届く贅沢)をコンセプトとしたセレクトショップ。旬のトレンドを取り入れたオリジナル商品や国内外の
セレクト商品をミックスした、新感覚のコーディネートを提案するショップです。

■9月以降にオープン店舗の詳細は、9月下旬頃に改めてご案内差し上げます。
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